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図 1 持続的イノベーションと破壊的イノベーション 
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１．はじめに 

日本の代表的製造業である自動車産業とエレクトロニクス産

業では，サービスを伴う事業開発に於けるハード･ソフト･サー

ビス融合型デザイン開発は，近年，ますますその重要性と有効

性が増大している．ハード･ソフト･サービス融合型デザイン開

発のために企業とユーザーとの関係におけるデザイン・プラット

フォームの構築の方法論として Web.2.0 やクラウド・ソーシング

に代表される集合知に注目した協創についてデザインマネジ

メントの視点で考察する．ハード･ソフト･サービス融合型デザイ

ン開発によるデザイン活動の機能や枠組み，新製品開発のた

めのデザイン・イノベーションとユーザー参画によるユーザー・

イノベーション（オープン・ソース・イノベーションやクラウド・ソー

シングといわれている）に於いて進行中のイノベーションが，ユ

ーザーサイドに，より近くなるイノベーションの民主化について

も考察する． 

２．イノベーションの概念 

イノベーションは，一般的には技術革新といわれるようにそ

の技術的側面で語られる場合が多いが，本来の意味は，社会

的な新たな価値を創造し，変化をもたらす変革のことを指して

いる．その変革は，それまでのモノ，仕組みなどに対して，全く

新しい技術や考え方を採り入れて新たな価値を生み出し，ユ

ーザーの感動の経験や社会的に大きな変化を起こすことまで

含められている．経営革新，プロセス革新など意識や仕組み

の変化を伴った新価値創造も含めた概念である． 

 既存の技術は一般的にイノベーションの後に成熟する．

成熟した技術を改良することで企業は安定性を保持しよ

うとしている．こうした改善の技術でユーザーの必要を満

たすことができるが，中・長期的には技術のイノベーショ

ンに乗り遅れる．しかしながら，米国を中心に，製品とサ

ービスを融合させたビジネスモデルで成功する企業が，近

年多く出てきた．経営効率を最大限にするための外部の先

端技術の導入や成熟した技術の応用のように見えるが，ビ

ジネスの視点が異なる．新しいライフスタイルを創出する

と同時にブランドを確立させることにより，ユーザーの感

性を刺激し，想像力を生み出している．優れた感性の経営

者によって，ハードウェア，ソフトウェアとサービスのそ

れぞれの局面で，開発プロセスにおける徹底したディテー

ル・マネジメントを行うことが特徴的である． 結果とし

て，提供された製品およびサービスがユーザーの期待以上

の経験を提供している．ユーザー自身が発信装置や中継器

のように振る舞うことにより，バリューチェーンを形成し

，他のユーザーの感性を触発させている． 

技術的優位を持った企業が，デザインなどの非技術的要素

に対する意識が低いために，市場での競争から敗退する例は

多い．一般的に持続的イノベーション(sustaining innovation)で

は，顧客にニーズに対応して高機能な商品の開発に向けて性

能の向上を目指す努力を絶えず行う．これにより市場の成長

が持続するかというと，製品の高機能，高性能はどこかで飽和

状態となり，必要かつ十分な性能となった時，それ以上の性能

向上や仕様向上は，評価されなくなる．性能競争が市場での

優位性とはならない状況になった時点で，性 能 とは別 次 元

の低 価 格 性 ，個 別 対 応 性 ，利 便 性 などで成 功 する新

興 の企 業 が生 まれてくる．ＩＴ産 業 における製 品 のコモ

ディティ化 が背 景 にあるともいえる．（図 1）  

M.クリステンゼンによると，破壊的イノベーション（disruptive 

innovation）は，こうした持続的イノベーションの行き過ぎが陥り

やすい顧客のニーズのレベルをはるかに行き過ぎた技術進歩



 

 
図 2 ハード・ソフト・サービス融合型デザイン活動 

ではなく，成熟した技術を巧みに使いこなして新市場の創造を

目指したものである．破壊的イノベーションを事業として成功さ

せる場合，その技術だけでなく技術が顧客にもたらすベネフィ

ットを早い時期に可視化し，マーケティングを駆使した企業が

市場競争力を高める場合が多い．見方を変えれば，デザイン

活動によるビジネスモデルのデザインともいえる．（図 1） 

３．デザイン・イノベーション 

企業内デザイン部門は，デザイン活動を長く製品における

市場での差別化のマネジメント・ツールとして機能させてきた．

しかし，近年では，企業におけるデザイン活動は，ユーザー・

ニーズの把握や研究開発マネジメントなどの面においても企

業に大きな利益をもたらすイノベーションを誘発するようになっ

てきた． 

ジェイムス・M.アッターバック他の「デザイン・インスパイアー

ド・イノベーション」では，欧米の 4 カ国 100 社近くのデザイン会

社へのインタビュー結果から，機能，品質，コストを超えた差別

要素としてデザインが誘発したイノベーションを多くの事例とと

もに紹介している．「デザイン・インスパイアード・イノベーション

」では，製品やサービスによるユーザーの満足感のある体験や

その体験に意味を与えるイノベーションは，顧客との関係性の

上で成立しているとされている． 

生活における経験価値創造の主体が，企業からユーザー

や生活者にと重心が移ってきている．生活者のニーズやウォン

ツの情報を製品やサービスの開発に結びつけたハード･ソフト･

サービスを伴う事業モデルにおいても，単なる従来型の企業

資産（人的資産，技術資産，財務資産，情報資産，知的資産

など）の活用だけでなく，企業内外のデザイナーが，ユーザー

や生活者の立場で提案する過去の実績にこだわらないレガシ

ー・フリー（本来は，ＰＣ開発において従来のインタフェースや

ハードウェア，ソフトウエア資産と切り離す考え方として採用さ

れている）の創造的発想と商品企画へのユーザー・インヴォル

ブメント手法によるデザイン・イノベーション活動に今後は注目

すべきである． 

３．デザイン・イノベーションとＭＯＤ 

日本に於いても，ＩＣＴ産業で市場創造型のビジネスが成功

する場合は，日本が得意とした持続的イノベーションの結果で

はなく，市場や顧客に近いところで誘発された感性を伴う経験

価値の提供によることが多くなってきている．東アジアの企業

が主導するマーケッティング・ドリブンな製品開発やブランド力

強化・向上への経営資源の集中は，近年大変な成功をおさめ

てきた．一方，米国西海岸を中心とした企業資産に依存しない

レガシー・フリーなベンチャーやビジネスモデルがＩＣＴ業界で

成功している．こうした成功が，いずれも技術イノベーションで

はないところに注目すべきである．中でもデザイン活動の革新

であるデザイン・イノベーションにより，ハード・ソフト・サービス

融合型のデザイン活動をユーザー参画型で推進することで多

くの場面で成功例を見ることができる．（図 2） 今日，ハードウ

ェアのみに依存しないデザインによる価値の生成は，高度に

戦略化されたデザイン活動とそれを実現させるためのデザイン

マネジメント体制に大きく左右されている．ＭＯＤ(Management 

of Design)の概念は，デザインで戦略的に企業の経営革新を

達成させる管理活動であるので経営変革，技術革新といった

イノベーションを創出させるデザイン・ダイナミクス・プロセスとし

てデザイン活動を効果的にマネジメントする価値創造行為とい

える．  

４．オープン･イノベーションとユーザー･イノベーション 

 従来の企業におけるイノベーションは，企業のレガシー

（企業文化，人的資源，技術蓄積など）に依存していた．

また，企業は，独力で新事業，新製品開発を行う自前主義

をとるのが一般的であった．近年，新事業や新市場開拓を

単独で行うのではなく，外部の経営資源を活用したオープ

ン型のイノベーションが行われるようになった．オープン

・イノベーションは，高度な技術や経験を持つ人材の流動

性，製品やサービスの市場投入時期の早期化，短縮化を背

景に，従来のクローズド・イノベーションとは対極にある

概念で，Ｍ＆Ａや，戦略的提携に見られるように他社や他

組織の経営資源（技術力，人材，組織力）を活用し，全く

新しい事業やビジネスモデルを戦略的に行う経営戦略で

ある． 

 企業が外部のアイデアを活用しようとする時には，従来

は，外部企業に委託するアウトソーシングが主体であった

が，最近は，製品開発のプロセスへのユーザーの直接参加

の機会を活用する事例が増えている．これからは，集合知

やクラウド・ソーシングという共有の知識や価値観によっ

て，ユーザーとの関係性に基づいたネットワーク型のデザ

イン開発が普及する可能性が増大するであろう．また，こ

うしたデザイン開発に対応したデザイン意思決定のシス

テムを構築させていくことが重要である． 
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 製品やサービスの開発に当たって，ICT技術の発展によ

り，使い手であるユーザーが,  開発課程に参画するユー

ザー・イノベーションが注目されてきている．商品および

サービスの企画や開発プロセスに集合知を活用すると共

にデザイン開発プロセスに於いてもユーザー中心のネッ

トワーク型デザイン開発を可能としている．単なる企業と

ユーザーのコラボレーションだけでなく，ユーザー主導の

製品開発体系が実現しつつある．今日ではオープン・イノ

ベーションとユーザー・イノベーションは軌を一にして予

定調和の如く相互に機能して進化しているといえる．ユー

ザー・イノベーションは，デザイン・イノベーションと共

に新しいビジネススタイルの胎動と捉えることもできる． 

５．イノベーションのClose to marketとLiberalization 

MIT のエリック・フォン・ヒッペルは，イノベーション

が民主化し，ユーザー自身がイノベーションに携わるよう

になったことにより，イノベーションの主導権が企業から

ユーザーへ移行しているとしている．IT とネットワーク

技術がエレクトロニクス産業における主導的役割を果た

したハードウェアの時代から，ユーザー主導のイノベーシ

ョンへと変化することにより，製品開発プロセスにおける

デザインの機能と役割が大きく変化している． 

製品開発の手法としてマーケティングの諸手法（ユーザ

ーインタビューやアンケート，ユーザーやフォーカス・グ

ループによる評価）が多用されてきたが，ユーザーイノベ

ーションの時代では，リード・ユーザー(先端ユーザー)に

学ぶことや企業とユーザー双方のコラボレーションが企

業の革新的製品開発の鍵となってきている．（図 3） 

ユーザーのニーズや知識は，暗黙知の部分があるので情

報の持つ粘着性によりインタビューやアンケートで収集

することに限界があるといわれている．今日では，ユーザ

ーの感動経験を新製品開発にいかに実現させるかがデザ

インの対象として重要であり，市場に近いところで起こる

こうしたユーザーによるイノベーションの取り込みが課

題といえる．  

 

６．ハード･ソフト･サービス融合型デザイン開発 

ICT 製品開発においてハードウェア開発が減少し，ソフ

トウェア開発の比率が増大している．更にハード・ソフト

開発にサービスの開発が融合されていく傾向にある． 同

時に先端技術ではなく，既存技術や成熟した技術を基に新

たなビジネスモデルの創出で成功につなげることに企業

は注力している．これには，ユーザー自身が必ずしも明快

なニーズを理解しない間に，専門的な新技術やその応用に

よって新しい製品およびサービスの展開がしばしば行な

われてきたという背景がある．  

 デザイン活動では，コンセプト，ビジネス戦略，研究開発，市

場分析，アイデア展開，事業ロードマップ，マーチャンダイジン

グ戦略と広告戦略等のそれぞれの計画と戦略を可視化するこ

とによりビジネスの実現を加速化させることに貢献している．ハ

ード・ソフト・サービス融合型デザイン開発に於いて，こうした可

視化技術がデザイン活動の重要な柱として機能し，企業に於

けるイノベーションを促進していくことになるだろう．（図 3） 

 前述のごとく近年，成功企業では，先端技術を駆使するので

はなく，成熟した技術をより人間の生活に近づけることに注力

している．ハードウェアとソフトウェアをサービスのデザインと統

合するデザイン開発によって新しいコンセプトを確立するビジ

ネスモデルの展開が一層重要になっている．（図 4） 

７．まとめ 

 企業内において製品やサービスの開発過程でのハード

ウェアとソフトウェアの融合が企業内デザイン部門の活

動によって達成される可能性は高い． 企業内のデザイン

部門が果たすコーディネーターやファシリテーターとし

ての機能が有効に機能することが期待されている．ハード

ウェアとソフトウェアを融合した革新的な製品とサービ

スの能率的なマネジメントには，ハード・ソフト・サービ

ス融合型デザインを開発の方法論として確立することが

急務である．ライフスタイルの将来展望から見た技術シー

ズの開発のためにユーザーとのコラボレーションに最も

近い所にいるデザイナーの先見性と洞察力が，過去の企業 

 

図 3 ユーザーとのコラボレーション 図 4 企業資産とレガシー 
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資産やレガシーに依存しないビジネスモデル形成をめざ

したデザイン・マネジメントと組み合わされた時，ユーザ

ーに感動を生む新しい製品およびサービスが創生される

ことを期待したい．（図 4） 

 カリスマ的な創業者による明確なビジョンによる戦略

的経営が有効に機能した時代が終焉し，企業がコア競争力

の再定義により，自身の企業資産やレガシーに依存するこ

となく，ユーザーとの関係性をそのビジネスモデルに生か

す事業展開が望まれている．事業に於けるサービスとの親

和性は特にハードウェアとソフトウェアの組み合わせよ

りいっそう重要となる． 

８．今後の展開 

 デザインがコンセプト(計画)の創造とその意味の表現

で構成されているなら，今日，ソフトウェアの一部に対し

て重要性を与えることは自然な成果といえる．更に製品（

ハードウェアとソフトウェア）と関係があるコンテンツと

サービス（ソリューションを含めて）の間の関係性の観点

からのハードウェア，ソフトウェアとサービスの統合した

事業での成功が期待できる． 

 ユーザーの経験価値を創出している製品とサービスを

提供できる企業は必ずしも多くない．８０年代から理論的

に展開されたユーザー参画型開発プロセスのコンセプト

はその後生まれたコンセプトである集合知活用の有用性

を含むほど概括的に拡張されている．  

 新しい製品とサービスを開発，提供する時，集合知によ

るユーザーの参画を実現して，ユーザーとのコラボレーシ

ョンよって新しいビジネスモデルを創造して新しい価値

を生成する方法論は，まだ完成していない． 

 ハード・ソフト・サービス融合型デザイン開発の重要性

は，単にデザイン活動の高度化で達成できるものではない

が，企業内デザイン部門の，デザイナーの機能の変革によ

るデザイン・イノベーションで事業面での成果をあげてき

ている．また，「価値を創出する開発」では，潜在的なニ

ーズの発見によりユーザーとのコラボレーションをデザ

イン開発プロセスに組み合わせるネットワーク型デザイ

ン開発に於いてデザイナーがファシリテーター機能を発

揮して成果をあげている． 

 エレクトロニクス産業と自動車産業の企業内デザイン

部門が，これらの新しい手強い課題に対応するには，その

専門性，熟練度，ビジョン構築と仮説設定・検証機能を発

揮することが極めて重要である．今後，ハード・ソフト・

サービス融合型デザインによる製品とサービスが，新価値

創造ビジネスを発展させる役割として大きく期待されて

いる． 
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